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第２４７７回例会
第２４７７回例会 ２０１８年１２月１３日
２０１８年１２月１３日
クリスマス例会（ヴォイスバー ジェイ）
ジェイ）

第２４７８回例会
第２４７８回例会 ２０１８年１２月２０日
２０１８年１２月２０日
点鐘
四つのテストの唱和
お客様紹介

仁部会長

外国地名表記

渋谷会員

これらの漢字いくつ読めますか？

折原親睦委員長

①愛蘭（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ）②亜爾然丁（ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ）

春日部青年会議所 2018 年度理事長 鈴木 健太郎様

③埃及（ｴｼﾞﾌﾟﾄ）④希臘（ｷﾞﾘｼｬ）⑤桑港（ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ）

2019 年度理事長 岡田太陽様

⑥瑞典（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ）⑦西班牙（ｽﾍﾟｲﾝ）⑧西蔵（ﾁﾍﾞｯﾄ）

2019 年度専務理事小笠原 拓也様

会長の時間

仁部会長

先日のクリスマス例会では皆様のお

⑨丁抹（ﾃﾞﾝﾏｰｸ）⑩土耳古（ﾄﾙｺ）⑪紐育（ﾆｭｰﾖｰｸ）
⑫布哇（ﾊﾜｲ）⑬伯剌西爾（ﾌﾞﾗｼﾞﾙ）⑭秘露（ﾍﾟﾙｰ）
⑮白耳義（ﾍﾞﾙｷﾞｰ）⑯葡萄牙（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ）

かげで盛大に行うことが出来ましたこ

⑰莫斬科（ﾓｽｸﾜ）⑱勃牙利（ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ）⑲羅府（ﾛｽ）

と御礼申し上げます。富岡 RC から 5

⑳倫敦（ロンドン）

名の方がお見えになりましたが、来年

使い分けの難しい漢字

春の桜まつりの頃に友好クラブの締

①「会う」「合う」「遭う」

結を行う予定です。

会う： 物事が一致したり、当てはまるという意味

本日は上半期実績報告と年次総会がありますので、端

合う： 対面したり、集まったりすることの意味

的に資料を用意しましたのでご覧ください。

遭う： 災難など、好ましくないことに出くわす時に使う

例会日： 木曜日 12:30～13:30 例会場：埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
事務所： 杉戸町杉戸 2-15-21 埼玉懸信用金庫 杉戸支店 ２Ｆ
TEL&FAX 0480－31－0031

年次総会

②「生む」と「産む」
生む： 生は草木の芽が伸びる事を表す文字で、生命を

戸賀崎エレクト

次年度も仁部年度に

与えるという広い意味の他、新しく作り出されるもの、新し

引き続き、会員増強と退

いものの出現という意味。

会防止に努めたいと思

産む： 母体から子や卵を外に出すという意味で出産に関

います。昼間の例会に出

する場合のみ使う

席できない会員が長期

③「探す」と「捜す」

欠席にならないよう、ま

探す： 欲しいものをさがすこと

た例会に出席できる機会を増やせるよう夜間例会をふく

捜す： 失ったもの、見えなくなったものをさがすこと

め、イベントを次年度も行いたいと思います。予算に関し

「嫁探し」を「嫁捜し」となると意味がまるで変わりますよ!!

てもクラブ負担は昼間の例会同等の予算で行うよう工夫

お客様挨拶

をしていきますが、会員の皆様には、負担をお願いする

春日部青年会議所皆様

場合もありますので、ご理解をお願いしたいと思います。
昼の例会では、勉強という観点からも外部卓話の依頼を
強化したいと思います。
ロータリーの知識を深めることで、楽しく事業を進めてい
こうではありませんか。
外部卓話の際、来ていただいたお客様に会員１人ひと
りが挨拶、握手、名刺交換をしていきたいと思います。友
の輪を広め、情報交換をしてロータリーの友愛の輪をさら
日頃より青年会議所の活動にご理解とご協力を賜り誠

に大きくしましょう。

にありがとうございます。本日は例会の貴重なお時間を

50 周年に向けて会員と会員のご家族との交流も深め

頂きありがとうございます。先日の総会にて次年度の理

たいと思います。クラブ一丸となって５０周年を迎えたいと

事長が決まりましたのでご挨拶に参りました。※次年度

思うので親睦を重点を置きたいと思います。

理事長 岡田太陽様より自己紹介とご挨拶を頂きました。

・台湾友好クラブ 30 周年記念行事への参加

交換留学生報告

・お花見例会 ・クリスマス会

ナスチャ・ハーズさん

・ホテルでのランチビュッフェもしくは、夜間例会ディナー
・親睦ゴルフを行い親睦を深めたいと思います。
同じく 50 周年にむけて、米山奨学生と青少年交換事業
の地区との連携を取りながら準備をしたいと思います。同
じく財団に関しても国際奉仕と社会奉仕と連携して勉強
会をひらき、地区補助金を利用して事業ができないか会
今日はベルギーの学校について話します。ベルギーの学

員全員で考えていけるようにしたいと思います。

校は 9 月に始まり 6 月に終わります。授業は月曜から金

継続事業は、すぎスポ、夏祭り・流灯まつり、障がい者

曜で制服がありません。また芸術や保健の授業はベルギ

福祉、東埼玉病院市民講座の協賛、杉戸町音楽祭を行

ーにはありません。昼休みは教室で食べずに寒くても外

います。次年度は、特に新規の事業は考えていません。

で食べます。部活もありません。16 歳からお酒を飲むこと

次年度幹事挨拶

栗原次年度幹事

ができ時々学校の近くのバーに行きます。バーの名前は

意外と知られていませんが、矢島さん

「図書館」です（笑）高校 3 年になるとクラスごとに団体で

が G 補佐の時に補佐幹事をした以外に

旅行に行きますが投票で決めます。私たちはリスボンで

私は幹事の経験がありません。会長は 2

した。クラスごとの活動でお菓子やクリスマスにホットチョ

回経験しましたが・・・。次年度は出しゃ

コレートを売ったりします。

ばらずにひたすら会長を支えます（笑）。

G 補佐関連報告

宮田補佐幹事

幹事報告

IM 開催企画について

田中幹事

本日は幹事報告がないので。会長幹

１．「ハッスルマッスル」公演

事会の報告をします。次年度のガバナ

自身の身体の限界に挑むハッスル★

ー補佐候補者として春日部西 RC の鶴

マッスル」は「夢を持ち！元気いっぱ

見会員、次々年度は庄和 RC 菊池会員

い！笑顔いっぱい！」の人を増やす為

と報告がありました。他にグループゴル

に「筋肉であなたを笑顔にする」活動をしています

フの決算報告、IM の開催内容について

２．学生を含め一般の方の参加を開放する

国際大会とガバナーナイト、ライラ研修、ブライダルの登

３．入会希望者などに声掛けをし、ロータリークラブの活

録について、米山感謝祭、各クラブの近況報告がありま

動を知っていただく一助とする

した。

４．会場にポリオ撲滅の為の募金箱の設置。ポリオ撲滅

上半期実績報告（親睦委員会）

運動に関する成果、活動内容の展示



杉戸クラブメンバー

ハッスルマッスル

他クラブメンバー

一般来場者

集合
会場準備

10:00
11:00

リハーサル

昼食
12:00
13:00
14:00

お出迎え
13：00 ～ 14：15
ＩＭセレモニー

受付

会場準備・募金活動

セッティング

17:00

入場開始

１５：00～１６：３０ ハッスルマッスル公演 ＆ 体操教室
会場退席・休憩

懇親会準備
17：00 ～ 18：30

18:00

懇親会

19:00

片付け
解散

懇親会
解散

セレモニー タイムテーブル

（司会 宮田ガバナー補佐幹事）

13：00 開会点鐘
13：02 国家並びにロータリーソング斉唱

（ソングリーダー 馬場会員）

13：05 四つのテスト唱和

（馬場会員）

13：07 歓迎の挨拶 （渋谷実行委員長）
13：12 来賓紹介及び挨拶 （廣井ガバナー補佐）
13：17 来賓祝辞 （古谷町長、石川市長、中川ガバナー） （5分×3名 ＋2分）
13：34 第6グループ会長 報告

（4分×6名 ＋2分）

14：00 寄付金贈呈 （ポリオ）

（プレゼンター ナスチャ）

14：05 パストガバナー補佐及び補佐幹事に記念品贈呈
14：10 次年度第6グループガバナー補佐 紹介及び挨拶
14：15 閉会点鐘

（点鐘前に司会が○○分後に公演開始の旨をアナウンス）

8 月 30 日 親睦夜間例会（大吉）



8 月 24 日 凸版印刷ビールまつり参加



11 月 29 日 夜間例会（高橋屋）



12 月 13 日 クリスマス例会（大宮 ヴォイス・バー）

退場



7 月 19 日 ガバナー公式訪問（中川ガバナー卓話）



8 月 23 日 会員増強部門卓話（梶間部門委員長）



9 月 13 日 新入会員卓話（古川会員・中川会員）



9 月 27 日 杉戸町教育長卓話（伊藤教育長）



10 月 11 日 R 財団卓話（学友会会長 服部純一様）



10 月 18 日 米山卓話（米山奨学生 陳 萌萌さん）



11 月 15 日 R 財団部門卓話（早船雅文様）

財団・米山寄付報告



宮田委員長

7/25 地区補助金事業 ふれあい流灯館に机と椅子
を寄贈（273,888 円）椅子 20 脚、机 10 台を寄贈

三国パストガバナー ）

杉戸町広報誌 9 月号に掲載されています

17：15 乾杯 （ 海老原直前ガバナー補佐 ）
17：30～18：20 歓談
18：20 お礼の言葉 （ 関口パストガバナー ）

米山寄付（570,000 円）半期目標達成

上半期実績報告（社会奉仕委員会）

（仁部会長）

17：05 挨拶 （ 廣井ガバナー補佐

R 財団寄付（4,800 ドル）半期目標達成、
ベネファクター（1000 ドル）年度目標達成



懇親会 タイムテーブル
17：00 主管クラブ会長挨拶



プログラム委員会報告（卓話）

ＩＭセレモニー

15:00
16:00

8 月 5 日 古利根川流灯まつりで親睦夜間例会
（新井会員事業所）

全体の流れ
9:00

折原委員長



18：25 締め （ 田中幹事 ）

8/5 古利根川流灯まつり例会 新井工業所（新井会
員事業所）

18：30 解散

西日本豪雨災害援助募金 92,436 円 を送金
親睦委員会と連携し皆様のご協力とともに寄付を集
めることができました。


9/7 あいさつ運動（杉戸町内小学校 6 校で開催）
次回は 4 月の新年度に行われますが、人数が少な
いので皆様のご協力お願い致します。





10/20 東埼玉病院主催 市民講座 に協賛

武井会員
武井会員：
会員： 今年もいよいよあとわずかになりました。

進修館（宮代町）で開催。仁部会長が主賓あいさつ

古川会員
古川会員：
会員： 本日はアグリパークをご利用頂きましてありが

に伺っています。

とうございます。過日の例例会にてお見舞いを頂きありが

次回は 2 月 16 日（土）カルスタすぎとで開催予定

とうございました。

11/23 杉戸町音楽祭（カルスタすぎと）

栗原会員：
会員： JC のみなさんようこそ。鈴木理事長お疲れ様

町内中学校・高校 計 6 校、杉の子吹奏楽団の音楽

でした。小笠原君、岡田君をよろしく。岡田太陽は沈まな

祭を行いました。

いように。

募金活動、楽器の運搬、舞台セッティング、照明、司

下津谷会員
下津谷会員：
会員： クリスマス例会楽しかったですね。

会など皆様のおかげで今年度も盛大に行うことがで

渡辺（孝）会員
渡辺（孝）会員：
会員： クリスマス会は楽しく過ごせました。ありが

きました。ポリオ募金 17,923 円




とうございました。

12/8 杉戸町社会福祉協議会の障がい者週間記念

小柳会員
小柳会員：
会員： 今年度は大変お世話になりました。

事業 に協賛

舟越会員：深瀬会員
舟越会員：深瀬会員：宮田
会員：宮田会員
：宮田会員：戸賀崎
会員：戸賀崎会員
：戸賀崎会員：中野会員
会員：中野会員

カルスタすぎとで開催。仁部会長が伺っています。

井上会員：折原（弥）会員：
井上会員：折原（弥）会員：大作会員：折原（正）会員
会員：大作会員：折原（正）会員

他、夏まつり、流灯まつり、すぎスポ、アグリパーク

鈴木理事長

花火、春日部市内野球大会に寄付をしています。

本日のスマイル

出席報告

折原（正）会員
折原（正）会員

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

42

18

24

0

13

73.80%
73.80%

スマイル報告

折原（正）
折原（正）会員

仁部会長：
仁部会長： X’mas 例会ご苦労様でした。本日で前半戦終
了、皆様の御支援、御協力に感謝申し上げます。平成最
後の年末年始を皆様楽しんで下さい。

田中幹事：
田中幹事： お客様ようこそ、ナスチャ卓話ありがとう。
関口会員
関口会員：
会員： 春日部青年会議所の皆さんご苦労様です。毎
年ですが来年が良い年になりますよう。

スマイル本日投入額
スマイル累計額
スマイル目標額

３５，００
３５，０００円
，０００円
５９１，８５
，８５０
５９１
，８５
０円
１，５００，０００円
１，５
００，０００円

✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

第２４７９回例会 ２０１８年１２月２７日
２０１８年１２月２７日
第２４８０回
第２４８０回例会 ２０１９年１月３日
２０１９年１月３日 休会
12/27～
12/27～1/3 年末年始により 休会 となります

